
ふれあい広場 
  日時：９月 21日（水）10：00～ 

  場所：2階ホール 

内容：軽スポーツ予定 

（感染状況により開催中止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜日 内    容 時  間 場  所 

3 土 シャフルボード大会（地域スポーツ） 19：00～ ２階ホール 

6 火 民生児童委員会 19：30～ １階研修室 

9 金 かがやき広場  9：30～ １階研修室 

10 土 放課後子ども教室『卓球』 10：00～ 2Fホール 

13 火 
包括支援『脳いきいきチェック』 

神戸防災士会 

10：00～ 

19：00～ 

和室・研修室 

１階研修室 

14 水 自治会長会 19：00～ ２階ホール 

17 土 

長寿会 加茂川左岸清掃活動 

放課後子ども教室『将棋』 

敬老の日記念品配布 10：00～15：00 

交通安全協会定例会 

8：30～

10：00～

10：00～

19：00～ 

加茂川左岸 

創作室 

１階各部屋 

1階研修室 

18 日 環境奉仕グループ『かじか』活動日 7：00～ JR鉄橋の下 

21 水 
ふれあい広場 

放課後子ども教室『卓球』 

10：00～

15：00～ 
2階ホール 

25 日 秋の一斉清掃 （予備日 10/2） 8：00～ 
各地区及び 

加茂川左岸 

27 火 連合自治会バス視察研修 8：30集合 神戸公民館集合 

29 木 女性学級『健康教室』 10：00～ ２階ホール 

【休館日】毎週月曜日と祝日は休館日  日曜日を臨時休館とさせていただきます。 

月曜日が祝日の場合は翌火曜日も振替休館日です。 

日時：９月２９日（木）10：00～ 

場所：公民館２階ホール 

講師： 浦 百香里さん（市生涯学習推進講師） 

※参加費無料のカイロプラクティス講座 
締め切り：9/22日（木）までに 
公民館へお申し込みください。 

 

校区の人口 (前月比) 

人口 3,463人（+12） 

男 1,654人（+7） 

 女 1,809人（+5） 

世帯数 1,579戸（+6） 

Ｒ4.7.31現在 

〒 793 -0054  西 条 市 中 野 甲 566 -4  
℡ (0897 )56 -2160FAX(0897 )53 -9015  
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令和 4 年 9 月 1 日  

 神戸公民館発行  

９月 19 日は ～敬老の日～   
永年社会に尽くされた皆様へご長寿をお祝い申し上げます。 

今年度も敬老式典や懇親会等の行事は行わず、７５歳以上の皆様に感謝の意
を込めた記念品を配布させていただくことになりました。皆様におかれまし
ても感染回避を心がけ毎日を健康にお過ごしくださいませ。 

 また、お世話いただく地区の婦人会理事の皆様には、ご協力の程よろしく
お願いいたします。       神戸校区婦人会 会長 近藤洋子 

 

婦人会地区理事の皆様へ 

 ～～敬老の日記念品配布のお願い～～ 

日時：９月 17日（土）10：00～15：00  
東部→和室 中部→研修室 西部→調理室 
 

神戸公民館へ記念品を取りに来て、各地区の対象者あるい

はご家族への手渡しをお願いします。 

 

 

シャフルボード大会  
（神戸スポーツ推進員企画） 

日時：９月 3日（土）19：00～ 

   場所：２階ホール 

地域スポーツ推進・健康増進 

のための催しです。 

マスク・シューズをお忘れなく 

    
日時：９月１4日（水） 19：00～ 

場所：公民館２階ホール 

一斉清掃・ウォーキング・文化祭等について 

移動図書館 カワセミ号 9月の日程    
西条市に大雨・洪水・暴風の警報発令時は臨時運休致します。 

伊曽乃神社鳥居前 9 /3・17（土）１１：２０～１１：４０ 
    神戸小学校  ９/5（月）１２：４５～１３：１５ 
臨時休館となった場合ご連絡いたします。貸し出し中の本は再開時までお持ちください。 
西条市立西条図書館  開館時間 9：30～20：30   0897-56-2668 

腰痛・膝痛でお悩みの方 

～体のゆがみを整えよう～ 

自治会長会開催のお知らせ 

『住まいの地震対策講座を神戸で開催します』 

巨大地震に備えて、ご自宅を倒壊から守る方法や市の補助制度について、わかりやすくご説明します。 

皆さん、お誘いあわせの上、お越し下さい。 

●日時 令和４年１０月１日（土） １４：００～（1時間程度） 

●場所 神戸公民館 １階 研修室 

●対象 昭和 56年 5月 31日以前に着工された一戸建ての木造住宅にお住まいの方若しくは、そのご家族 

●講師 西条市建築審査課の若手職員（予定） 

●主催 西条市役所建築審査課  （連絡先℡：0897-52-1558担当 近藤）  

 

 

西条市建築審査会よりお知らせ 

連合自治会視察研修 
日 時：９月２７日（火） 

公民館 8：30集合 
行 先：宇和島市吉田町 
目 的：防災事業先進地視察 

参加費：1,000円 

参加者は上記時間までに集まって下さい。

（ハガキにて案内 募集済み） 
・固定資産税課税明細書 

・認印 

をお持ちいただくと、 

当日申し込みできます。 

脳いきいきチェック 
日時：９月１３日（火）10：00～15：30 

場所：神戸公民館 研修室と和室 
“人の名前が思い出せない”“最近もの忘れが増えた” 

この機会に今のあなたの認知機能の状態を確認してみ
ませんか？ 

※完全予約制！  対象は６５歳以上の市民 
お申し込みは西条市役所包括支援課 0897-52-1412 

マスク着用を 
お忘れなく 

★★長寿会より 加茂川左岸清掃活動のお知らせ★★ 

  日時：９月１７日（土）8：30～ 

ご参加の程、よろしくお願いします。 



 

今年の夏休み前半は、正しく恐れながら子ども達の活動を行うことができました！ 

コロナウイルス感染防止対策をしながらの夏の事業は暑さとの戦いでしたが、無事に

各事業を終えることができました。みなさんありがとうございました。 

 

 7/27・28・29 

公民館主催事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
神戸小学校図書室にて行われた公民館主催『地域未来塾』の様子 
 
7/27・28・29 の 3 日間、教員 OB による指導で、主に夏休みの宿題
をしました。今年度の対象は 4・5・6 年生でしたが、エアコンの効い
た部屋で早めに宿題を済ませようと延べ８６名の子ども達が参加しま
した。 
わからない所はすぐに聞けるので好評の様です。 

神戸小学校・ 
公民館複合化検討会 7/9  

 「災害はいつ起こるかわからない～自分の命は自分で守る～」をテーマに、体

験しながら防災知識の習得と平時からの備えの必要性を実感してもらうとともに

防災意識の向上を図るため、各自治会の避難所で一次避難訓練を、公民館駐車場

で二次避難訓練を実施しました。二次避難訓練では気温３０度を超える暑さでし

たが、スタッフ・参加者約１００名、熱中症にもかからず全員無事に終えること

ができました。参加の皆様誠にありがとうございました。   

 神戸校区自主防災会 

８/5（金）食品サンプルでプリン 
希望者が多くて２回に分けて実施。 
本物そっくりなプリンができました。 

公民館主催事業 

7/27（水）竹を削ってお箸とコッ
プを作りました。作品を煮沸して
いる間にアイスクリーム作りも❤ 

ますます神戸が好きになる 

 現在、神戸地域においては公民館の老朽化による建て替え等の懸案事項

があり、各種団体の代表者からなる『神戸小学校・公民館複合化検討会』

を立ち上げ検討しているところです。 

市からは、令和７年９月に（仮）東部地域給食センターが完成予定のた

め、公民館を神戸小学校の給食調理室跡地に移転し、神戸小学校と共用で

きる施設は共用し、できない施設は神戸小学校の長寿命化工事と併せて新

築する複合化計画が示されております。 

 今後、『神戸小学校・公民館複合化検討会』で協議を重ねていき、神戸小

学校との複合化施設にするのか、現在の公民館を改築するのか、現在の地

に新築するのかといった検討を進めていきたいと考えております。 

 つきましては、住民の皆様の意見も賜りたいと存じますので、意見のあ

る方は９月３０日までに『神戸小学校・公民館複合化検討会』宛てに 文

書にて公民館窓口まで提出してください。 

西条支部シャフルボード大会を開催します！ 
 

 西条市スポーツ推進委員協議会主催 
■日時 ９月２５日(日) １４時～１６時４５分（受付：１３時３０分～） 
■場  所 西条市ひうち体育館（西条市ひうち 1 番地 3） 
■参 加 者  １チーム２名以上 ※小学４年生以上 
■申込方法 ９月１２日(月)までに、専用の申込用紙を申込先に提出ください。 
■申 込 先 ○スポーツ健康課（市庁舎本館１階）（担当：大星） 
ＴＥＬ０８９７-５２-１２５５ 
ＦＡＸ０８９７-５２-１３８６ 
※定員は先着４０名とさせていただきます。 
■問 合 せ お近くのスポーツ推進委員または申込先まで 

7/29（金）革のキーホルダー作り 

7/28（木）ジーンズのポシェット
に好きなキャラクターをデコパー
ジュしました。 

土嚢づくりや車いす体験・介
助体験、被災者救出の場面再
現など、今年はより実践的な
訓練に取り組みました。 

被災者を模した人形 


